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★★★ □ （1） AとBに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★★★ □ （2） Cに当てはまる語句を書きなさい。

★★★★★ □ （3）

★★★ □ （4）

★★★★ □ （5）

ア　ロシアとの間で，樺太・千島交換条約を結んだ。

イ　中国に二十一か条の要求を示し，大部分を認めさせた。

ウ　ロシア，フランス，ドイツの三国からの干渉を受け入れた。

エ　関税自主権を完全に回復し，欧米諸国と対等な関係をもつようになった。

★★★ □ （6） 下線部②のできごとを何というか、答えなさい。

★★★ □ （7） Eに当てはまる国名を答えよ。

★★★ □ （8）

★★★★ □ （9） （6）に関し、次の文の（　　　　）に当てはまる語句を書きなさい。（　　）には共通の語句が入る。

★★★★ □ （10） レーニンの後に指導者となった人物は誰か。また、1928年から行った計画を何というか、答えなさい。

次の文は「第一次世界大戦とロシア革命」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに
答えなさい。

　19世紀のヨーロッパでは，各国が植民地を広げるためにしのぎを削っていました。ヨーロッパの動きは，ドイ
ツ，オーストリア，イタリアの（　A　）と，これを包囲するイギリス，フランス，ロシアの（　B　）との二つの陣営
に分かれた。ヨーロッパやロシアの影響を受ける場所に位置するバルカン半島は，こうした争いの影響から紛
争が絶えず，（　C　）と呼ばれていた。1914年，（　　　　　　　D　　　　　　）、オーストリアはセルビアに宣戦布
告し，まもなく各国も参戦して，ドイツ，オーストリア，トルコを中心とする同盟国側と，イギリス，フランス，ロシ
アを中心とする連合国側に分かれて，第一次世界大戦が始まった。①日本は連合国側に参戦した。
　19世紀に，資本主義とそれにともなう社会問題が世界に広がるとともに，労働者の理想社会をめざす社会
主義の思想と運動がドイツやロシアを中心に広まった。特に，②ロシアではレーニン指導のもと，社会主義を
唱える世界で最初の政府ができた。こうして1922年には，（　E　）が成立した。

Dには第一次世界大戦のきっかけが入る、次の語句を使って簡潔に答えなさい。（　オーストリア、セル
ビア　）

下線部①に関し、日本は、1902年の外交上のできごとに基づいて参戦しました。このできごとは何です
か、書きなさい。

第一次世界大戦中の日本と外国との関係について適切に述べているものを、次のア～エの中から１つ
選び、その記号を書きなさい。

（6）は資本主義に不満を持ち、戦争に反対する世界の人々に支持され、各国で社会主義の運動が高
まった。こうした影響をおそれた日本、アメリカ、フランス、イギリスなどはロシアに何を行ったか。

社会主義革命を指導した政党は、理想の共同体として（　　　）主義を目指してたので、名前を（　　）党
に改めた。

目標時間

30分

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

合計日付

1

1節 第一次世界世界大戦と日本

第5章 二度の世界大戦と日本

（5）

（9） （10）
人物 計画

（6） （7） （8）

（1） （2）
A B

（3） （4）

小計
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★★★ □ （1）

★★ □ （2） Bに当てはまる憲法名を答えなさい。

★★★ □ （3） Cに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （4）

★★★ □ （5） 下線部②の運動を何というか、答えなさい。

★★★ □ （6） Fに当てはる人物名を答えなさい。

★★★ □ （7） Gに当てはまる語句を書きなさい。

★★★★ □ （8） Gの本部はどこに置かれたか、答えなさい。

★★★★ □ （9） Gの常任理事国になっていない国を下のア～オから一つ選び記号で答えなさい。

ア　日本　　イ　フランス　　　ウ　イギリス　　エ　アメリカ　　　オ　イタリア

★★★ □ （10） Hに当てはまる会議名を答えなさい。

★★★★★ □ （11）

　　ア　日本は、ロシアに樺太（サハリン）の領有を認め、千島全島を日本領とした。

　　イ　日本は、山東省の権益を中国に返し、海軍の軍備も制限された。

　　ウ　日本は、旅順・大連の租借の期限を延長することが認められた。

　　エ　日本は、満州国の不承認と占領地からの引き上げを勧告された。

★★ □ （12） Iに当てはる人物名を答えなさい。

Hの決定にもとづくことがらを述べた文として最も適当なものを、次のア～エから1つ選び、その記号を
書きなさい。

次の文は「国際協調の高まりとアジアの民族運動」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の
各問いに答えなさい。

　1918年，ドイツが降伏して第一次世界大戦が終わり，翌年パリ講和会議が開催され，（　A　）が結ばれ
た。この条約は，イギリス，フランス，アメリカなどの戦勝国の利益が優先され，ドイツは領土の縮小や巨額の
賠償金などを課せられた。
　第一次世界大戦後ドイツでは1919年の（　B　）によって，国民主権，満20歳以上の男女の普通選挙権，労
働組合を結成する権利（団結権）が定められた。
　第一次世界大戦でアジアへの関心がうすれたのを機に，1915年，日本は中国に対して，中国に不利となる
満州での利益拡大をもりこんだ（　C　）を示し，強引に中国に認めさせた。第一次世界大戦後に，①ドイツが
持っていた権益を中国が返還を主張したが，パリ講和会議で無視されると，中国の反日感情が爆発した。
　日本の植民地にあった朝鮮では，②1919年3月1日に，ソウルで日本からの独立を目指すデモ行進が行わ
れた。これに刺激を受けて，独立運動は朝鮮半島に広がっていった。
　また以前から，民族自決を唱えていたアメリカの大統領（　F　）の提案により，1920年に世界平和と国際協
調のための（　G　）が誕生した。第一次世界大戦後は，アメリカが世界経済の中心となり，1921年から翌年に
かけて，アメリカの呼びかけで（　H　）会議が開催された。この会議では，海軍の軍備を制限し，太平洋地域
の現状維持，そして中国の独立と領土保全を確認した。
　第一次世界大戦後のインドでは，第一次世界大戦に協力すれば自治を認めるという約束をイギリスが守ら
なかったため，非暴力・不服従を唱える（　I　）の指導により，完全な自治を求める運動が高まった。

Aに当てはまる条約を書きなさい。

下線部①に関し、1919年の学生集会の後に反日運動が起こり、さらに帝国主義に反対する国民運動
へと勃発した。この運動を何というか、答えなさい。

2

小計

（9） （11）（10） （12）

（4）

（5） （6） （7） （8）

（1） （2） （3）
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★★★★ □ （1） 下線部①の運動のことを何というか、答えなさい。

★★★★ □ （2）

ア　幸徳秋水　　　イ　吉野作造　　　ウ　中江兆民　　エ　吉田松陰

★★★ □ （3） AとBに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★★ □ （4） CとDに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★★ □ （5） EとFに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★★ □ （6）

★★★ □ （7） 下線部④の部落解放運動に関し、1922年に京都で結成されたものは何か、答えなさい。

★★★★ □ （8） 下線部⑤の普通選挙法に関し、選挙権はどのような人に与えられたか、簡潔に書きなさい。

★★★ □ （9） 下線部⑤の普通選挙法に関し、同時に共産主義に対する取り締まりが強化された法律を答えなさい。

★★★★ □ （10）

★★★★ □ （11）

　ア　大都市の小学生を地方に集団で疎開させた。

　イ　西洋の生活様式が取り入れられ，太陽暦が採用された。

　ウ　20歳以上の男女に選挙権が与えられ，女性議員も生まれた。

　エ　労働者の団結が進み，日本で初めてのメーデーが行われた。

★★★★ □ （12）

　　ア　東京（新橋）・横浜間、日本国内で初めての鉄道が開通した。

　　イ　テレビ放送が開始され、やがて家庭電化製品や自動車が普及した。

　　ウ　1日100万部以上発行する新聞社があらわれ、ラジオ放送も開始された。

　　エ　浮世絵で多色刷りの版画が始まり、歌川（安藤）広重の風景がが人気を集めた。

下線部③の女性運動に関し、「新しい女」をめざし，青鞜者を結成し、1920年に新婦人協会を設立し、
女性の解放を唱えてきた人物は誰か、答えなさい。

次の資料1は、日本の輸出額の推移、資料2は、日本の
おもな工業の生産額の推移を示したものである。資料1
において、灰色で示した時期に、日本の経済はどのよう
な状況であったと考えられるか、ヨーロッパを中心にお
こったできごとにふれ、資料1、資料2から読み取れること
をもとにして、書きなさい。

大正時代のできごととして適切に述べているものを、次
のア～エの中から１つ選び、その記号を書きなさい。

大正時代の文化の大衆化について述べた文として最も適当なものはどれか、次のア～エから1つ選
び、その記号を書きなさい。

次の文は「国際協調の高まりとアジアの民族運動」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の
各問いに答えなさい。

　日露戦争後の日本の政治は，二つの政権（立憲政友会と藩閥・官僚勢力）が交互に政権を担当した。
①1912年に藩閥の桂太郎が3度目の組閣をすると、議会を無視する行動をとったとして，新聞や知識人など
が憲法にもとづて政治をとろうとする運動を起こした。②大正時代は，自由主義の風潮が高まった時期だっ
た。このころ、日本は好況を迎えたが、好況による物価の上昇に加えて，1918年の（　A　）をきっかけとした米
の買いしめから，米の値段が大幅に上がったため，米の安売りを求める運動が全国に広がった。これを（　B
）という。政府は軍隊を出動させこれを鎮圧した。
　（B）によりその当時の内閣が退陣すると，立憲政友会総裁の（　C　）を首相とし，陸軍，海軍，外務の3大臣
以外はすべて立憲政友会の党員で組織する，本格的な（　D　）が成立した。
　第一次世界大戦中の経済の発展によって労働者が大幅に増加し，労働者の団結と労働条件の改善を求め
る（　E　）を起こした。農村でも，小作料の減額などを求める（　F　）が起こった。また，同時期に女性差別から
の解放をめざす③女性運動もさかんになった。部落差別に苦しんできた人々も自力で平等を勝ち取り，差別
からの解放をめざす④部落解放運動を進めた。
　1925年，加藤内閣が⑤普通選挙法を成立させた。これにより，有権者が約4倍になり，政治に多くの国民の
意向が反映されるようになった。

下線部②の国民の意向を反映させることなどの主張を何というか、答えなさい。また、この主張を唱え
た人物を次のア～エから一つ選び記号で答えなさい。

3

小計

記号

（11） （12）

（6） （7） （8）

（9） （10）

（4） （5）
C D E F

（1） （2） （3）
語句 A B
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★★ □ （1） Aに当てはまる語句を書きなさい。

★★★★ □ （2）

ア　生糸の輸出がおとろえ、農村では農作物の価格が下がって農民を苦しめた。

イ　石油危機になり、トイレットペーパーがなくなるなどのうわさでパニックが起こった。

ウ　金の流出を防ぐため粗悪な貨幣をつくられた結果、物価が急に上がり経済が混乱した。

エ　生活に困った農民たちが高利貸や郡役所をおそうという、秩父事件が起こった。

★★★ □ （3） Bに入る人物名、Cに当てはまる政策名をそれぞれ書きなさい。

★★ □ （4） Dに当てはまる語句を書きなさい。

★★★★ □ （5）

★★★ □ （6） Eの人物は独裁を行いました。この人物名を答えなさい。

★★★ □ （7） Fには人物名、Gには党の名称が入る、それぞれに当てはまる語句を書きなさい。

★★ □ （8） Hに入る人種を書きなさい。

★★★ □ （9）

★★★★ □ （10）

次の文は「世界恐慌と欧米の情勢」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに
答えなさい。

　アメリカは，第一次世界大戦後は世界経済の中心であった。ところが，1929年にニューヨークの株式市場
の株価が暴落し，銀行や工場がつぶれるなど，世界を巻き込んだ混乱を引き起こした。これを（　A　）と呼ぶ。
　アメリカは不況対策のために，（　B　）大統領のもと，1933年に（　C　）という政策をとった。これは，政府が
不況対策として公共事業をおこしたり，農業や工業の生産を調整したりする政策で，民主的な社会をめざすも
のであった。
　世界恐慌とその後の不況に対して，イギリスは本国と植民地との関係を密にして，カナダ，オーストリア，イ
ンドなどとの貿易を拡大した。このように関係の深い国や地域を囲い込んで，その中で自給自足的に経済を
成り立たせることを，（　D　）という。フランスも同様に植民地が多かったため（B）をとった。
　このころ，①ソ連は世界恐慌の影響を受けることなく成長をとげ，アメリカに次ぐ工業国になった。
　　第一次世界大戦の戦勝国であったイタリアは，領土問題などをかかえていた。この問題に対する不満をあ
おりながら，1922年に政権をにぎったのが（　E　）が率いるファシスト党であった。一方，敗戦国のドイツは，
第一次世界大戦で生じた賠償金が負担になっていた。こうした中で（　F　）の率いる（　G　）党は国民の不満
をあおり，支持を集め，（　H　）人を迫害し，共産主義者や自由主義者を攻撃した。世界恐慌による混乱に乗じ
て，政権をにぎり独裁を行った。

下線部①に関し、 イギリスやフランスなどの国々は世界恐慌の影響を受けたが、スターリンによってき
びしい政治が行われていたソ連には世界恐慌の影響がおよばなかった。ソ連に世界恐慌の影響がおよ
ばなかったのはなぜか、その理由 の1 つとして考えられることを、イギリスやフランスなどの国々とソ
連との経済のしくみの違いに着目して、書きなさい。

当時のイタリアやドイツのように、民主主義や自由主義を否定する全体主義の体制を何というか、書
きなさい。

第一次世界大戦後、日本の経済には、好況の時期がほとんどなかった。また、1923年のある出来事
で経済が大きな打撃を受けた。この出来事とは何か、答えなさい。

アメリカで始まったAによって、日本の経済も大きな打撃を受け、深刻な不況におそわれた。このとき、
日本経済が受けた影響について述べた文として適当なものはどれか、次のア～エから1つ選び、その
記号を書きなさい。

目標時間

30分

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

合計日付

1

2節 世界恐慌と日本の中国侵略

第5章 二度の世界大戦と日本

小計

（2）

（7） （8） （9）
F G

（1） （3）
B C

（4） （5） （6）

（10）
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★★★★ □ （1） Aに当てはまる人物名を答えなさい。

★★ □ （2） 下線部①のことを何というか、答えなさい。

★★★★ □ （3） 下線部②に関し、このとき満州国の皇帝を誰にしたか、答えなさい。

★★★ □ （4） Bに当てはまる人物名、Cに当てはまる語句をそれぞれ書きなさい。

★★★ □ （5） （　ア　）工業が大きく発展し、（　イ　）工業の生産を上回った。

★★★ □ （6） Dに当てはまる語句を答えなさい。

★★★★ □ （7） 次の文は右の表のア～ウのどこに当てはまるか記号で書きなさい。

・日本は国際連盟を脱退した。

★★★★ □ （8）

★★★ □ （9） Fに入る人物名を書きなさい。

★★★★ □ （10）

★★★ □ （11） 下線部⑤の事件を何というか、書きなさい。

★★★★ □ （12）

ア　寺内正毅　　　イ　原敬　　　ウ　加藤髙明　　エ　近衛文麿

★★★★ □ （13）

★★★ □ （14） 次の文はこのころの朝鮮についての文章である。（　　）に当てはまる語句を書きなさい。

　

国の産業や経済から、国民の生活のすべてにわたって、戦争に動
員できる権限をもったGの法律は何か、答えなさい。また、このとき
の内閣をア～エから一つ選び記号で答えなさい。

下線部③の武力衝突を何事件というか、答えなさい。またEに当て
はまる語句を書きなさい。

下線部④に関し、中国国民党と中国共産党は1937年9月に協力体
制が実現し何を結成したか。

　1927年，（　A　）の率いる中国国民党が，国民政府をつくり，日本が持つ満州の権益の回収を唱えるように
なった。しかし，満州を中国から分離することを主張していた日本の軍（関東軍）は，①1931年に満鉄の線路
を爆破し，それを機に軍事行動を開始した。満州国を占領した日本の軍は，1932年に②満州国の建国を宣言
した。当時の（　B　）内閣は，これに反対したが，1932年に（B）首相は海軍の将校によって暗殺された。これを
（　C　）という。その後、1936年，陸軍の将校が，軍事政権をつくり政治改革を実現しようとして，首相検定や
警視庁などを襲撃をしたが失敗に終わった。これを（　D　）という。以後，軍部は政治的発言を強め，軍備拡
張をいっそう進めていった。
　満州を支配下においた日本は，さらに中国北部に侵入した。1937年，北京郊外で起こった日中両国軍の③
武力衝突をきっかけに，（　E　）が始まった。このころ，中国では国民党と共産党の内戦が続いていたが，日
本の侵入に対する抗日運動が広がる中，共産党の指導者であった（　F　）が協力を呼びかけ，国民党もこれ
に応じ，④1937年に協力体制が実現した。しかし，日本軍は北部から中部へと侵略を拡大していき，首都の南
京を占領した。その過程で，⑤女性や子どもなどの人々や捕虜を含む多くの中国人を殺害した。戦争が長引く
につれ，日本政府は国民を戦争に動員する権限を持つために，1938年に（　G　）法を公布した。このころは，
軍需品の生産の優先や文化や思想の統一が強化されるようになった。

次の文は「日中戦争前後」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに
答えなさい。

1940年に「挙国一致」の体制をつくる運動を始め、ほとんどの政党や団体は解散し、国民を戦争に動
員する機関として新たに結成され合流した会は何か、答えなさい。

朝鮮では（　　　）の名のもとに，日本語の使用や姓名のあらわし方を日本式に改めさせる創始改名が
推し進められ、労働力として動員したり、志願兵制度を実施するなど、戦争に動員した。
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関東軍は、満州国の

建国を宣言した。

↕ ア

（B）首相が海軍将校に

よって暗殺された。

↕ イ

陸軍青年将校が、首相官邸や

警視庁などを襲撃した。

↕ ウ

ドイツと日独防共協定を結んだ。

小計

（7）

記号

（1） （2） （3） （4）
B C

（6） （8）
ア イ 下線部③ E

（5）

（11） （12）
法律名

（13） （14）

（9） （10）

表
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★★★★★ □ （1） Aに当てはまる文章を「ソ連」「ポーランド」の２語を用いて書きなさい。

★★ □ （2） Bに当てはまる語句を書きなさい。

★★★ □ （3） Cに当てはまる同盟を答えなさい。

★★★★ □ （4） 下線部①の抵抗運動を何というか、答えなさい。

★★★★ □ （5）

★★★★ □ （6） Dに当てはまる条約名を答えなさい。

★★★★ □ （7）

★★★ □ （8） 下線部②のアメリカとの戦争を最終的に決定したときの内閣を下のア～エから一つ選び記号で答えなさい。

ア　原敬　　イ　犬養毅　　　ウ　近衛文麿　　エ　東条英機

★★ □ （9） Eに当てはまる語句を書きなさい。

★★★★ □ （10）

下線部②のアメリカとの戦争の前に、アメリカは日本に対して、石油の輸出禁止にふみきり、イギリス
やオランダも同調した。このように日本を経済的に封鎖したことを何というか、答えなさい。

アメリカのルーズベルト大統領とイギリスのチャーチル首相によって、1941年8月にファシズムに対決
する決意と戦後の平和構想を示したものを何というか。

日本指導のもと、欧米の植民地支配を打破し、アジアの民族だけで繁栄しようという主張を何という
か、答えなさい。

　ヨーロッパではヒトラーが率いてたナチス・ドイツは，東方へ侵略を進めていた。このころ，オーストリア，次
いでチェコスロバキア西部を併合したドイツは，それまで対立していた（　　　　　A　　　　　）。これに対し，ポー
ランドを助ける条約を結んでいたイギリス，フランスは，ドイツに宣戦布告し，（　B　）が始まった。1940年に入
ると，ドイツは，北ヨーロッパやオランダ、ベルギーなど西ヨーロッパの国々を攻撃し、さらにパリを占拠しフラ
ンスを降伏させた。イギリス本土もドイツ軍の激しい空襲にあった。ドイツの優勢を見て，イタリアはドイツ側に
参戦し，そこに日本も加わった。こうして，ドイツ，イタリア，日本は（　C　）同盟を結んだ。ヨーロッパのほとん
どを支配下に置いていたドイツは，各地で過酷な占領政策を行った。こうしたドイツの占領対策に対して，ヨー
ロッパ各地でドイツへの協力拒否や，武力などによる①抵抗運動がおこった。
　イギリスやフランスがなどがドイツとの戦争で劣勢におちいると，日本はその植民地である東南アジアの資
源を獲得しようと南進を始めた。そのため，1941年に北方の確保を目的とした（　D　）を結び，フランス領のイ
ンドシナ南部を占領した。日本が侵略的な行動をとる中で，日米関係が悪化し，②アメリカとの戦争が勃発し
た。1941年，日本軍はハワイの真珠湾を攻撃するとともに，マレー半島に上陸し，（　E　）が始まった。（C）に
よって、ドイツとイタリアもアメリカに宣戦布告した。こうしてヨーロッパで開始された戦争が、日独伊などの枢
軸国と米英中ソなどの連合国が戦う世界規模の戦争に発展した。

次の文は「第二次世界大戦」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに
答えなさい。

目標時間

30分

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

合計日付

1

3節 第二次世界大戦と日本

第5章 二度の世界大戦と日本

小計

（8） （9） （10）

（1） （2） （3）

（4） （5） （6） （7）
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★★★★ □ （1） Aに当てはまる語句を書きなさい。

★★★★ □ （2）

★★ □ （3） Bに当てはまる宣言を書きなさい。

★★★ □ （4） Dに当てはまる語句を答えなさい。

★★★ □ （5） EとFに当てはまる県を書きなさい。

★★★★ □ （6） 下線部①の放送を何というか、答えなさい。

　

次の文は「第二次世界大戦の終結」について、レポートをまとめたものである。文を読み次の各問いに答えな
さい。

　戦争が長期化するにつれ，戦争への国民の動員がさらに強いられた。そのため，多くの成人男子が兵士と
して戦場に送られた。これにより，それまで徴兵を猶予されていた文科系の大学生などが軍隊に召集される（
A　）も行われた。労働力が不足されたため，中学生，女性などが勤労対象になり，軍需工場で働かされるよ
うになった。
　ヨーロッパでもアジア・太平洋でも、はじめは枢軸国が有利に戦争を進めたが、1942年後半から、巨大な経
済力と軍事力をもつアメリカが中心となって、ドイツや日本を追い詰めた。1943年9月にアメリカ・イギリス軍
がイタリアを降伏させ、1944年8月にはフランスのパリが解放され、1945年9月にドイツが降伏した。
　1945年7月，アメリカ，イギリス，ソ連による連合国は（　B　）を発表し，日本に無条件降伏を求めた。しかし，
これを日本はすぐに受け入れなかったため，アメリカは（　D　）を8月6日に（　E　），8月9日には（　F　）に投下
した。この後，日本はポツダム宣言を受け入れて降伏することを決定し，8月15日，①昭和天皇がラジオで国
民に知らせた。

戦時中の都市の小学生は、空襲が激しくなると、農村に集団で避難した。このことを何というか、答え
なさい。
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小計

（1） （2） （3）

（4） （5） （6）
E F
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